
※掲載商品は本体価格です。標準工事費が別途必要になります。　※当広告は、すべて消費税抜き価格です。※掲載商品は本体価格です。標準工事費が別途必要になります。　※当広告は、すべて消費税抜き価格です。

一体型シャワートイレ
（フチレス）
一体型シャワートイレ
（フチレス）

温水洗浄便座 貯湯式タイプ温水洗浄便座 貯湯式タイプ

万円29 .9

KシリーズエクストラKシリーズエクストラ
温水洗浄便座パワフル洗浄モデル
オートフル開閉付
温水洗浄便座パワフル洗浄モデル
オートフル開閉付

２ １ ３ ３

メーカー希望小売価
171,100 円（税別）
メーカー希望小売価
171,100 円（税別）

ビューティ・トワレビューティ・トワレベーシアハーモLベーシアハーモL

１

メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）メーカー希望小売価格 857,000 円（税別）

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

メーカー希望小売価格
196,000 円（税別）

アメージュＺアメージュＺ
シャワートイレ リトイレ
（フチレス）
KA21付

シャワートイレ リトイレ
（フチレス）
KA21付

２

メーカー希望小売価格
204,600 円（税別）

メーカー希望小売価格
204,600 円（税別）

エアコンエアコン
商品+工事費込
リモコン付き
商品+工事費込
リモコン付き

エコキュートエコキュート

メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）メーカー希望小売価格 940,000 円（税別）メーカー希望小売価格  オープン価格メーカー希望小売価格  オープン価格

リモコン、
カバー付き
リモコン、
カバー付き

〈給湯ユニット〉〈給湯ユニット〉

〈ヒートポンプユニット〉〈ヒートポンプユニット〉

メーカー希望小売価格
1,231,200 円（税別）

メーカー希望小売価格
1,231,200 円（税別）

本体間口 255cm本体間口 255cm

調理しやすい収納豊富な
システムキッチン
調理しやすい収納豊富な
システムキッチン

２

メーカー希望小売価格
1,512,500 円（税別）

メーカー希望小売価格
1,512,500 円（税別）

本体間口 255ｃｍ本体間口 255ｃｍ

インテリアの美しさを備え、
使いやすさにこだわった
システムキッチン

インテリアの美しさを備え、
使いやすさにこだわった
システムキッチン

２

本体間口 255cm本体間口 255cm

２

システムバスルーム アライズ
1216 サイズ

システムバスルーム アライズ
1216 サイズ

AriseArise

RELAGERELAGE
システムバス レラージュ

1616（１坪サイズ）
システムバス レラージュ

1616（１坪サイズ）

ゆったり過ごせる
上品なアクリル人造大理石
浴槽のバスルーム

ゆったり過ごせる
上品なアクリル人造大理石
浴槽のバスルーム

メーカー希望小売価格　658,000 円（税別）メーカー希望小売価格　658,000 円（税別）

メーカー希望小売価格 1,968,890 円（税別）メーカー希望小売価格 1,968,890 円（税別）

EMELORDEMELORD
システムバス エメロード
S1216（0.75 坪サイズ）
システムバス エメロード
S1216（0.75 坪サイズ）

耐久性と保温性に優れた
ステンレス浴槽のバスルーム
耐久性と保温性に優れた
ステンレス浴槽のバスルーム

上質のくつろぎタイムを
味わえるバスルーム
上質のくつろぎタイムを
味わえるバスルーム

より快適に、よりお手入れが
楽になったバスルーム
より快適に、よりお手入れが
楽になったバスルーム SPAGESPAGE

システムバスルーム スパージュ
1616（１坪サイズ）

システムバスルーム スパージュ
1616（１坪サイズ）

メーカー希望小売価格　492,000 円（税別）メーカー希望小売価格　492,000 円（税別）

２ ２

EdelEdelShieraShiera システムキッチン
エーデル
システムキッチン
エーデルRICHELLERICHELLE システムキッチン

リシェル
システムキッチン
リシェル

システムキッチン
シエラ
システムキッチン
シエラ

メーカー希望小売価格
368,000 円（税別）
メーカー希望小売価格
368,000 円（税別）

お手入れしやすいホーローの
システムキッチン
お手入れしやすいホーローの
システムキッチン

間口750ｃｍ/三面鏡

CXCXMVMV KK
３ ３ ３

スタイリッシュな洗面カウンタータイプスタイリッシュな洗面カウンタータイプ

壁面洗面壁面洗面

メーカー希望小売価格 270,000 円（税別）メーカー希望小売価格 270,000 円（税別） メーカー希望小売価格 171,500 円（税別）メーカー希望小売価格 171,500 円（税別）メーカー希望小売価格 186,000 円（税別）メーカー希望小売価格 186,000 円（税別）

W750W750 W750W750 W750W750
LED照明付き引き出しタイプLED照明付き引き出しタイプ シンプルデザインの標準タイプシンプルデザインの標準タイプ

アサヒ衛陶アサヒ衛陶

アラウーノSⅡアラウーノSⅡ

１

お任せください！お任せください！
リフォーム後のおそうじも
リフォーム後のおそうじも

お任せください！お任せください！
リフォーム後のおそうじも
リフォーム後のおそうじも

毎日の

リラックスタイムを

リフォームで

より快適に !!

毎日の

リラックスタイムを

リフォームで

より快適に !!

工事費
コミコミ
工事費
コミコミ

工事費
コミコミ
工事費
コミコミ

間口750ｃｍ/三面鏡 間口750ｃｍ/三面鏡

タンクレスが

この価格 !!タンクレスが

この価格 !!
タンクレスが

この価格 !!タンクレスが

この価格 !!

※標準工事以外は
　別途費用が発生する場合があります

※点線部分がカバー※点線部分がカバー

脚部カバー

KKC022B4KKC022B4

※台所と浴室に
　リモコンが付きます
※台所と浴室に
　リモコンが付きます

エコキュートリモコン

BRC083A1BRC083A1

浴室乾燥機付

キッチンパネル3枚
食器洗い機

人工大理石ワークトップ

キッチンパネル3枚
食器洗い機

セラミックトップ

万円139 .0

万円38 .9
万円56 .0

万円9 .9
万円1 .9

万円9 .2
万円13 .9

万円10 .2

万円56 .9
万円105 .9

万円33 .2

万円8 .6
万円6 .8

万円4 .6

万円11 .5
万円39 .0

万円～5 .5

ご相談無料お見積無料

10.1~11.3010.1~11.30キャンペーン期間キャンペーン期間 20172017 までまで

浴室リフォームのご提案浴室リフォームのご提案 その他のオススメリフォームその他のオススメリフォーム

クロス張替（６帖）

その他にもお家のことなら何でもご相談ください！お客様のご要望に合わせたリフォームをご提案いたします！

!大作戦!!!大作戦!大作戦!!!大作戦
浴室＆水まわり浴室＆水まわり浴室＆水まわり浴室＆水まわり

一日の疲れを癒す大切な場所。
新しい浴室は断熱性に優れていたり、
お手入れが楽になったりとメリットいっぱいです！
ただいまキャンペーン中につき、お安くご提供！
気になる方はオススメ商品を要チェック☆

一日の疲れを癒す大切な場所。
新しい浴室は断熱性に優れていたり、
お手入れが楽になったりとメリットいっぱいです！
ただいまキャンペーン中につき、お安くご提供！
気になる方はオススメ商品を要チェック☆

優れた浴室にお安く

リフォームできる

チャンスですよ！！

リフォームリフォームリフォームリフォーム

フローリング
張替
フローリング
張替

網戸張替網戸張替

別途見積もり別途見積もり

別途見積もり別途見積もり

内　装 リフォーム商品

トイレ/キッチン/洗面化粧台などトイレ/キッチン/洗面化粧台など

お得な
コミコミ価格
お得な
コミコミ価格

商品+
標準工事費
商品+
標準工事費

Before

After

エアコン（1台） レンジフード（1台）

12,000~20,000 ※汚れや条件によって価格が異なります。

　　現場調査の上、 無料でお見積させていただきます

※汚れや条件によって価格が異なります。

　　現場調査の上、 無料でお見積させていただきます

個人宅おそうじメニュー個人宅おそうじメニュー

キッチン一式・・・・・・15,000円（税別）～

浴室一式・・・・・・・・・15,000円（税別）～

洗面台・・・・・・・・・・・6,500円（税別）～

トイレ一式・・・・・・・・7,000円（税別）～

洗濯機・・・・・・・・・・1台 16,000円（税別）～

その他にもフローリングやガラス・サッシも承ります！

※別途お見積になります

人気おそうじメニュー人気おそうじメニュー

Before After Before After

11,000~22,000

アズマの おそうじサービ
ス


